
来場

者数

R3.04.09 金 第1回事務局会議

・協定3者及びみなかみ町からの報告事項（新体制の紹介）
・協定更新のプレスリリースについて
・ニッコウキスゲのシカ柵ネット上げについて
・今後の事務局会議の日程について
・今後の予定について（シカのGPS説明会）

Web 赤谷プロジェクト 12 － -

R3.05.12 水 第2回事務局会議

・協定3者及びみなかみ町からの報告事項
・シカの誘引捕獲試験について
・各WGや企画運営会議の日程について
・赤谷の森だよりについて
・その他

Web 赤谷プロジェクト 13 － -

R3.06.02 水 第3回事務局会議

・協定3者及びみなかみ町からの報告事項
・シカの誘引捕獲試験について
・各WGや会議の日程について
・赤谷の森だよりについて
・その他

Web 赤谷プロジェクト 14 － -

R3.06.04 金 第1回企画運営会議

・セクター代表挨拶
・2021年度赤谷プロジェクト活動計画について
・環境省谷川管理官事務所からの報告
・利根沼田環境森林事務所からの報告
・みなかみ町からの報告
・その他（R3年度相俣地区の治山事業について、HSBCのファンドによる事業について）

Web 赤谷プロジェクト 22 － -

R3.06.23 水 第1回ほ乳類WG

・2021年度哺乳類調査について
・2021年度ニホンジカ誘引捕獲試験の実施について
・みなかみBRにおけるニホンジカ誘引捕獲試験について
・ニホンジカ管理方針の策定について
・2021年度伐採計画について
・その他

Web 赤谷プロジェクト 20 － -

R3.06.29 火 第1回植生管理WG

・植生管理WGの検討項目とWG運営スケジュールの確認
・自然林復元試験（241た1,る1林小班　10年目）におけるモニタリング調査について
・指標植物に対するニホンジカによる摂食状況の調査及び分析について
・令和3年度及び4年度の利根沼田森林管理署事業予定箇所について
・その他

Web 赤谷プロジェクト 18 － -

R3.07.07 水 第4回事務局会議

・協定3者及びみなかみ町からの報告事項
・シカの誘引捕獲試験について
・災害復旧事業について
・今後の予定について
・その他

Web 赤谷プロジェクト 12 － -

2021/7/8-9 木・金 第1回猛禽類WG

8日
○猛禽類WG/植生WG合同現地視察
　・イヌワシの第１次試験地の視察（主に除伐・植栽状況の確認）
　・赤谷林道次期イヌワシ試験地（240の1）の視察
　・茂倉林道クマタカ伐採予定箇所（228ね、227は）の視察
○検討/意見交換
　・次期イヌワシ試験地として240の1-4の取り扱い方法の検討
　・「クマタカを指標とした生物多様性保全に資する森林管理」を踏まえた茂倉林道施業予定地の伐採方法の検討
9日
○イヌワシ/クマタカのモニタリング定点や方法の現地検討
○イヌワシ/クマタカ試験計画の検討（会議）
　・イヌワシ試験地基本計画2021-25について
　・「（仮称）クマタカを指標とした生物多様性の保全に資する森林管理2021-25」について
　・イヌワシ/クマタカのモニタリング実施状況

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 22 － -

備　考

令和3年度　赤谷森林ふれあい推進センターの会議等一覧

年月日 曜日 名称 内容 開催地 主催者
参加
人数



来場

者数
備　考年月日 曜日 名称 内容 開催地 主催者

参加
人数

R3.07.12 月 第1回地域づくりWG

午前
○視察
　・上ノ原視察
　・でこでこでん森のようちえん視察
　・サンバード（自然林・二次林・人工林）視察
午後
○会議（ロッヂ樹林）
○地域づくりWGに関わる赤谷プロジェクトの状況報告（森のおもちゃの家、桐の植栽、イヌワシの木材、イヌワシ産業
連関表）
　・藤原地域と赤谷プロジェクトの連携（シカ対策、自伐型林業、桐植栽の可能性）
　・赤谷プロジェクトエリア内の木材流通（人工林・広葉樹）
　・みなかみ町の取り組みと将来構想（自伐型林業・木材ステーション等）
・みなかみユネスコエコパークと協力・連携
・その他

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 15 － -

R3.07.26 月 第1回環境教育WG

・これまでの環境教育WGの議論について
・新治小学校での体験活動や学校運営協議会に関する状況報告について
・新治小学校と赤谷プロジェクトとの連携を実現するために必要なことについて
・6つの既存学習プログラムの目標等整理について
・赤谷プロジェクトらしい環境教育について
・次回会議に向けて
・その他

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 16 － -

R3.08.04 水 第5回事務局会議

・協定3者及びみなかみ町からの報告事項
・シカの誘引捕獲試験について
・災害復旧事業について
・今後の予定について
・その他

Web 赤谷プロジェクト 12 － -

R3.08.05 木 第1回渓流環境復元WG

午前：茂倉沢（No5ダムからNo1ダム）の現地視察
午後：会議
・現地視察の振り返り
・令和3年度茂倉沢渓流モニタリング調査について
・令和4年度茂倉沢渓流モニタリング調査・分析等の検討について
・R2.9.9豪雨に関する災害復旧事業について

茂倉沢
みなかみ町観光センター

赤谷プロジェクト 20 － -

R3.09.01 水 第6回事務局会議

・協定3者及びみなかみ町からの報告事項
・シカの誘引捕獲試験について
・今後の予定について
・その他

Web 赤谷プロジェクト 14 － -

R3.10.06 水 第7回事務局会議

・協定3者及びみなかみ町からの報告事項
・シカの誘引捕獲試験について
・今後の予定について
・環境教育WGについて
・その他

Web 赤谷プロジェクト 14 － -

R3.10.11 月 第2回植生管理WG
・自然林復元試験地（小出俣のスギの帯状漸伐試験地）10年目における現地視察
・現地の評価や今後の取り扱い等についての検討

自然林復元試験地（241た1,る
1林小班）

赤谷プロジェクト 14 － -

R3.11.11 木 第8回事務局会議

・協定3者およびみなかみ町からの報告事項
・シカの誘引捕獲試験について
・三国山のニッコウキスゲのシカ柵について
・今後の予定について
・その他

Web 赤谷プロジェクト 10 － -

R3.11.16 火 第2回猛禽類WG

・イヌワシのハビタットの質を向上させる森林管理手法の開発について
　基本計画　2021-25 案の検討
　イヌワシ試験地での広葉樹植栽の実施状況
　イヌワシ保護の動き
・クマタカを指標とした生物多様性の保全に資する森林管理計画の検討
・その他
　イヌワシ特設調査の実施状況について
　赤谷プロジェクトエリア内のドローン使用について

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 16 － -



来場

者数
備　考年月日 曜日 名称 内容 開催地 主催者

参加
人数

R3.11.17 水 第1回環境教育WG

・ゲスト講演「森林官教育のこれまでとこれから」
・2021年度環境教育活動の整理と情報共有について
・新治小学校との森林環境教育の体系化について
・新治小学から提起された赤谷の森再生事業について
・用品購入について

みなかみ町観光センター
Web

赤谷プロジェクト 22 － ゲスト：木俣知大

R3.12.01 水 第9回事務局会議

・協定3者及びみなかみ町、谷川管理官事務所からの報告事項及び今後の予定について
・シカの誘因捕獲試験及び行動把握調査の実施状況について
・三国山のニッコウキスゲ保護を目的としたシカ柵について
・今後の予定について
・その他（谷川岳ICへの展示について、令和4年度赤谷関係林道事業・製品生産事業について）

Web 赤谷プロジェクト 14 － -

R3.12.13 月 第2回渓流環境復元WG

・令和3年度茂倉沢渓流モニタリング調査　中間報告
・H26-R3(2014-21年)の調査結果取りまとめと報告書の検討
　6つの対策の評価、今年度のモニタリング調査の実施状況等
　R4年度とりまとめ報告書の検討
　R4年度調査項目の検討
・赤谷の森における治山事業について
・その他

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 18 － -

R3.12.15 水 第2回哺乳類WG

・2021年度哺乳類モニタリング調査結果について
・2021年度ニホンジカ捕獲試験結果について
・みなかみBRにおけるニホンジカの誘引捕獲試験結果について
・ 指標植物に対する摂食状況調査について
・コウモリ類の調査結果について
・ニホンジカ管理計画の策定について
・その他 （みなかみ町におけるニホンジカの対策について）

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 24 － -

R3.12.21-22 火,水 自然環境モニタリング会議

21日：会議
・イヌワシ木材について
・各WGの進捗状況報告
・コウモリを指標とした森林の生物多様性評価の可能性について
22日
午前： 会議
・みなかみ町との連携について
・2023年度赤谷プロジェクト20周年に向けた意見交換
午後：谷川岳インフォメーションセンター視察

さなざわのテラス
みなかみ町観光センター
谷川岳インフォメーションセンター

赤谷プロジェクト 25 － -

R4.01.05 水 第10回事務局会議

・協定3者及びみなかみ町、谷川管理官事務所からの報告事項及び今後の予定について
・ニホンジカの行動把握調査の実施状況について
・赤谷プロジェクト-みなかみ町との連携会議について
・企画運営会議について
・今後の予定について
・その他（谷川岳ICへの展示について、登山道への看板の無断設置について）

Web 赤谷プロジェクト 15 － -

R4.01.20 木 第3回植生管理WG

・植生管理WGの検討項目及びWG運営のスケジュールの確認について
・自然林復元試験地241た1・る1林小班における植生モニタリング調査及び分析・評価の実施について
・除伐や植栽等の更新補助作業を伴う自然林の復元（企業と協同した森づくり）について
・指標植物に対するニホンジカによる摂食状況の調査及び分析の実施について
・R4年度の利根沼田森林管理署の事業予定箇所について
・今後5箇年の植生管理WGの基本方針について
・その他

みなかみ町観光センター 赤谷プロジェクト 20 － -

R4.01.31 月 第3回猛禽類WG

・イヌワシのハビタットの質を向上させる森林管理手法の開発-基本計画2021案の検討
・クマタカを指標とした生物多様性の保全に資する森林管理計画の検討-計画書2021案の検討
・今年度のイヌワシ/クマタカのモニタリング実施状況について
・クマタカ合瀬ペア巣内カメラについて
・その他

Web 赤谷プロジェクト 20 － -

R4.02.02 水 第11回事務局会議

・協定3者及びみなかみ町、谷川管理官事務所からの報告事項及び今後の予定について
・ニホンジカの行動把握調査の実施状況について
・赤谷プロジェクト-みなかみ町連携会議について
・企画運営会議について
・今後の予定について
・その他（谷川岳ICでの展示について、たくみ小屋の修繕について、高崎河川国道事務所への調査データ提供依頼に
ついて、みなかみ町の補助事業申請（桐植栽）について）

Web 赤谷プロジェクト 11 － -



来場

者数
備　考年月日 曜日 名称 内容 開催地 主催者

参加
人数

R4.02.17 木
赤谷プロジェクト-みなかみ町連携
会議

・赤谷プロジェクトの取組についての紹介（赤谷プロジェクトの概要、ニホンジカの誘引捕獲試験、森林環境教育、桐
の取組、イヌワシの狩場創出試験、イヌワシの観察会など）
・意見交換

みなかみ町役場（本所） 赤谷プロジェクト 11 －
コロナ対策と
して規模縮小

R4.02.17 木 第2回企画運営会議

・2021年度赤谷プロジェクトの活動レビュー
・環境省谷川管理事務所からの報告
・利根沼田環境森林事務所からの報告
・みなかみ町からの報告
・赤谷の森管理経営計画書について
・2022年度赤谷プロジェクト活動計画の検討
・その他

Web 赤谷プロジェクト 21 － -

R4.03.02 水 第13回事務局会議

・協定3者及びみなかみ町、谷川管理官事務所からの報告事項及び今後の予定について
・ニホンジカの行動把握調査の実施状況について
・今後の予定について
・その他（谷川岳ICについて、たくみ小屋の修繕について、R4赤谷の日について、プロジェクト20周年について、三国
山の草刈りについて）

Web 赤谷プロジェクト 14 - -

479 0 -計



令和3年度　赤谷森林ふれあい推進センターの会議等写真

Web開催以外のものに限る



第1回猛禽類WG 2021/7/8-9

第1回地域づくりWG 令和3年7月12日



第2回植生管理WG 令和3年10月11日

第1回環境教育WG 令和3年7月26日

第1回渓流環境復元WG 令和3年8月5日



第2回猛禽類WG 令和3年11月16日

第1回環境教育WG 令和3年11月17日

第2回渓流環境復元WG 令和3年12月13日



第2回哺乳類WG 令和3年12月15日

自然環境モニタリング会議 R3.12.21-22



第3回植生管理WG 令和4年1月20日

赤谷プロジェクト-みなかみ町連携会議 令和4年2月17日


